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INDIA LEGAL UPDATE 

インド準備銀行（RBI）は、2016 年 5 月 20 日付けで通達（No. FEMA. 368/2016-RB）を発行

し、インド非居住者とインド居住者との間でインドの会社の株式の譲渡が行われる際の対価支払

方法および補償の取決めに関する規制を緩和しました。 

同通達は、本ニュースレターの日付現在、既に施行されています。 

 

この規制緩和により、 

①インド非居住者がインド居住者から、インドの会社の株式を譲り受ける場合 

②インド居住者がインド非居住者から、インドの会社の株式を譲り受ける場合 

のいずれについても、 

 

・当該株式譲渡の対価の 25％を上限として、また、株式譲渡に関する契約の締結日から 18 ケ

月以内であれば、RBI の事前の承認なくして、対価の一部の後払い（payment on a deferred 

basis）を行うことが認められるようになりました。 

 

・また、上記対価の後払いを目的として、当該株式譲渡の対価の 25％を上限として、また、株

式譲渡に関する契約の締結日から 18 ケ月以内であれば、RBI の事前承認なくして、エスクロー

口座を利用することが認められるようになりました。 

 

・さらに、買主から売主に対して対価の全額が支払われている場合、当該株式譲渡の対価の

25％を上限として、また、株式譲渡に関する対価の全額が支払われた日から 18 ケ月以内であ

れば、売主は、補償を提供することができることとされました（この趣旨は、25％、18 か月の限

度内であれば、RBI の事前承認なくして、補償を行うことが認められるようになったということであ

ると思われます）。 

 

今回の通達による規制緩和は、外国企業がインド企業を買収する際の対価支払の方法や補償

の合意につき、買収当事者に従来よりも多くの選択肢ないし安定性を与えるものであるといえ、

インドにおける M&A の実務（特に日本企業がインド企業を買収する際の実務）に大きな影響を

与えるものと言えます。一方で、一部の内容について RBI による明確化が待たれる箇所もあるた

め、今後の規制の動向に注目が必要です。 

http://www.amt-law.com/professional/profile/RYK
http://www.amt-law.com/professional/profile/RYO
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1. 従前の規制 
 

(1) 株式譲渡の際の対価支払方法に関する規制 

 

従前は、インドの外為法である 1999 年外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act, 1999）、およびそ

の施行規則の１つである 2000 年外国為替管理（インド国外の居住者による株式の譲渡または発行）規制（Foreign 

Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000）

（以下、「2000 年株式譲渡発行規制」といいます）の規制により、インド居住者がインド非居住者に対して株式を譲

渡する場合、その譲渡対価は一括でクロージング日に支払われなければならず、一部を後払いとすることや譲渡対

価の事後調整等は原則として禁止されており、これを行う場合、インド準備銀行（Reserve Bank of India）（RBI）の事

前承認が必要とされていました。また、エスクロー口座の利用についても、種々の厳格な条件（ルピー建て口座にお

ける AD Bank の利用、無利息口座であること、利用期間は開設から 6 か月、等）が定められていました。 

 

実務上は、対価の一部後払い、譲渡対価の事後調整、実効的なエスクロー口座の利用等について、RBI による事

前承認を取得することは困難あるいは煩雑であり、したがって事実上、インド非居住者によるインド居住者への譲渡

対価の支払いは、クロージング日に一括で行う必要がありました。 

 

(2) 株式譲渡の際の補償に関する規制 

 

従来の規制においては、インド居住者を売主、インド非居住者を買主とする株式譲渡契約において、売主であるイン

ド居住者側に契約違反があったとしても、買主であるインド非居住者がインド居住者から当該契約違反に係る補償

（indemnity）の支払いを受けるためには、原則として RBI の事前承認が必要とされていました。 

 

2. 今回の改正内容 
 

インド準備銀行（RBI）は、2016 年 5 月 20 日付けで通達（No. FEMA. 368/2016-RB）（以下「本通達」といいます）

を発行し、2000 年株式譲渡発行規制に新たに 10A 条を設けて、インド非居住者とインド居住者との間でインドの会

社の株式の譲渡が行われる際の対価支払方法に関する規制を緩和することとしました。 

本通達は、本ニュースレターの日付現在、既に施行されています。 

 

ご参考として、本通達の原文を、本ニュースレターに添付しております。 

 

規制緩和の詳細な内容は、下記のとおりです。 

 

(1) 対価の後払い（payment on a deferred basis）、およびエスクロー口座（escrow account）の利用の許容 

 

インド非居住者がインド居住者から、インドの会社の株式を譲り受ける場合、また、インド居住者がインド非居住者から、

インドの会社の株式を譲り受ける場合のいずれについても、当該株式譲渡の対価の 25％を上限として、また、株式

譲渡に関する契約の締結日から 18 ケ月以内であれば、RBI の事前の承認なくして、対価の一部の後払い

（payment on a deferred basis）を行うことが認められるようになりました。 

また、上記対価の後払いを目的として、当該株式譲渡の対価の 25％を上限として、また、株式譲渡に関する契約

の締結日から 18 ケ月以内であれば、RBI の事前承認なくして、エスクロー口座を利用することが認められるようにな
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りました。もっとも、従前定められていたエスクロー口座開設に関する種々の条件が全て撤廃されるものであるかに

ついては、本通達は必ずしも明確ではありません。この点については、RBI による明確化が待たれるところです。 

 

上記いずれも、18 ケ月の起算点は、株式譲渡契約のクロージング日（株式譲渡取引の実行の日）ではなく、契約締

結日とされていることに注意が必要です。 

 

上記各規制緩和により、たとえば、日本企業がインド企業を買収する際の株式譲渡契約において、対価の一部

（25%が上限）の支払いを留保しつつ、クロージング日後の業績が一定水準を超えること等の条件を満たした場合に

は、留保している支払いを行うとするアーンアウト条項を設けた上で、当該留保している対価の一部をエスクロー口

座に入れておくということも、RBI の事前承認なくして可能になったと考えられます。 

これにより、今後は、買主である日本企業がエスクロー口座を開設し、クロージング後一定期間（18 ケ月が上限）内

に、支払いの条件が満たされた場合には、エスクロー口座から支払いが行われる一方、支払いの条件が満たされな

かった場合には、日本企業はエスクロー口座から資金を引き揚げる等の支払方法を合意することも、RBI の事前承

認なくして可能になったと考えられます。 

 

(2) 対価の全額支払後の補償の取決めに関する規制の緩和 

 

本通達により、インド非居住者とインド居住者の間の株式譲渡契約において、買主から売主に対して対価の全額が

支払われている場合、当該株式譲渡の対価の 25％を上限として、また、株式譲渡に関する対価の全額が支払わ

れた日から 18 ケ月以内であれば、売主は、補償（indemnity）を提供できることとされました。この趣旨は、25％、18

か月の限度内であれば、RBIの事前承認なくして、補償の支払いを行うことが認められるようになったということである

と思われます。 

  

(3) 対価全体が RBI の価格ガイドラインに従っていること 

 

本通達により挿入される 10A 条の但書には、上記規制緩和に基づいて、対価の一部を後払いとする場合、または

補償の提供を行う場合であっても、「最終的に支払われる対価の全体額（total consideration finally paid）」は、RBI

の価格ガイドラインに従っている必要がある旨が規定されています。 

 

この但書によれば、25％分を後払いとして合意したとしても、残りの 75％分が、「譲渡対象株式の 100％分の公正

な対価」に満たない場合、もし 25％分の後払いが実現しないとすれば、「『最終的に支払われる対価の全体額

（total consideration finally paid）』が、RBI の価格ガイドラインに従っている」とは言えなくなってしまうため、このような

合意はそもそもできないとされる可能性があるように思われます。そうであるとすれば、「対価のうちの前払分」が、

「譲渡対象株式の 100％分の公正な対価」を上回っている必要があるということになります。 

 

さらに、この但書は補償の場合についても、価格ガイドラインに従うことを要求しています。補償の額が大きければ、

結果として売主が対価として受領した金額と補償額の差額が価格ガイドラインに基づく公正な対価を下回ることがあ

ることもありうると思われるところ、仮に本通達が「対価としての受領額と補償額の差額」が価格ガイドラインに基づく

公正な対価を下回ることを禁じているのだとすれば、日系企業がインドの企業を買収する取引において、補償につい

て合意する又は実際に請求を行う際の障害となるように思われます。 

 

上記但書の趣旨、意味については、今後、RBI による明確化が待たれるところです。 
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なお、RBI の価格ガイドラインについては、当事務所の 2014 年 8 月 4 日付ニュースレター「インドにおける非居住者

が当事者となる株式譲渡および新株発行に関する価格規制の改正」（下記リンク先参照）もご参照ください。 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins11_pdf/India_20140804.pdf 

 

3. 今回の改正が日本企業によるインド企業の買収に与える影響 
 

日本企業がインド企業を買収する際には、インド企業側がきわめて楽観的な事業計画を提示し、これに基づいて株

式の価格を主張してくることが少なからず見受けられます。しかしながら、買収の時点では、インド企業側がその楽観

的な事業計画を実現できるかどうかについての保証がありません。この点、従来の規制では、インド非居住者による

インド居住者への譲渡対価の支払いは、クロージング日に一括で行う必要があり、アーンアウト条項による対価調整

を行うことができませんでした。 

 

同様に、日本企業がインド企業を買収する際には、買収対象会社に対する法務、税務、会計、環境等のデュー・デ

ィリジェンスにおいて、将来的に売主側に補償義務が生じる可能性がある問題が見つかることが少なくありません。し

かしながら、従来の規制では、そのような問題が現実化し、買主である日本企業に損害が生じた場合でも、インド企

業から補償の支払いを受けるためには原則として RBI の事前承認が必要でした（換言すれば、RBI が承認しなけれ

ば、補償の支払いが受けられないというリスクをはらんでいました）。 

 

今回の規制緩和は、上記のような場面において、対価支払の方法や補償の合意につき、買収当事者に従来よりも

多くの選択肢ないし安定性を与えるものであるといえ、インドにおける M&A の実務（特に日本企業がインド企業を買

収する際の実務）に大きな影響を与えるものと言えます。一方で、一部の内容について RBI による明確化が待たれ

る箇所もあるため、今後の RBI の動向に注目が必要です。 

 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins11_pdf/India_20140804.pdf


5 

 

  

 

 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わ

せ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

 

 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。 

弁護士 琴浦 諒（ ） 

弁護士 大河内 亮（ ） 

 

 本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、 まで

ご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

 本ニュースレターのバックナンバーは、http://www.amt-law.com/bulletins11.html にてご覧いただけます。 

http://www.amt-law.com/professional/profile/RYK
mailto:ryo.kotoura@amt-law.com
http://www.amt-law.com/professional/profile/RYO
mailto:ryo.okochi@amt-law.com
mailto:ryo.kotoura@amt-law.com
http://www.amt-law.com/bulletins11.html
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(i) ये िविनयम िवदेशी मु�ा �बंध (भारत से बाहर के िनवासी  कसी #ि� �ारा 

  

 �ितभिूत का अंतरण अथवा िनग�म) (सातवाँ 

संशोधन) िविनयमावली, 2016 कहलाएंगे। 

(ii) वे सरकारी राजप/ म' उनके �काशन क
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अंतरण करार होने क
 तारीख से 18 महीने से अनिधक अविध के भीतर आ@थिगत आधार पर 9ेता �ारा कुल �ितफल 

रािश के 25 �ितशत से अनिधक क
 रािश अदा क
 जा सकती ह।ै इस �योजन के िलए य द 9ेता और िव9ेता के बीच 

सहमित हो तो अंतरण करार क
 तारीख से 18 महीने स ेअनिधक अविध के िलए कुल �ितफल रािश के 25 �ितशत स े
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अनिधक रािश क
 अदायगी हतुे ए@9ो #व@था क
 जा सकती ह ैअथवा य द 9ेता �ारा िव9ेता को पूण� �ितफल रािश 

अदा क
 जाती है,

,,

, तो पूण� �ितफल रािश क
 अदायगी क
 तारीख से 18 महीने से अनिधक अविध के िलए कुल �ितफल 

रािश के 25 �ितशत स ेअनिधक रािश हतुे िव9ेता �ारा Fितपू5त बॉ=ड �@तुत  कया जाएगा 

  

 :

::

: 

  

 

बशतI शेयर� के िलए अंततः कुल �ितफल रािश क
 अदायगी,

,,

, क
मत िनधा�रण संबंधी लागू  दशािनदIश� के अनुपालन म' 

अवKय होनी चािहए।” 

  

 

[फा. सं. 1/7/2016-ईएम] 

शेखर भटनागर,  �भारी मुMय महा�बंधक  

पाद

पादपाद

पाद-

--

-�ट पणी

�ट पणी�ट पणी

�ट पणी 

  

 :

::

: 

  

 मूल िविनयमावली 8 मई 2000 को सा.का.िन. स.ं 406(अ), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी 

राजप/ म' �कािशत और तNपOात्   िन(िलिखत �ारा संशोिधत क
 गयी:-  

सा.का.िन. स.ं 158(अ)  दनाकं 02.03.2001 

सा.का.िन. स.ं  175(अ)  दनांक 13.03.2001 

सा.का.िन. स.ं  182(अ)  दनांक 14.03.2001 

सा.का.िन. स.ं  4(अ)  दनांक 02.01.2002 

सा.का.िन. स.ं  574(अ)  दनांक 19.08.2002 

सा.का.िन. स.ं  223(अ)  दनांक 18.03.2003 

सा.का.िन. स.ं  225(अ)  दनांक 18.03.2003 

सा.का.िन. स.ं  558(अ)  दनांक 22.07.2003 

सा.का.िन. स.ं  835(अ)  दनांक 23.10.2003 

सा.का.िन. स.ं  899(अ)  दनांक 22.11.2003 

सा.का.िन. स.ं  12(अ)  दनांक 07.01.2004 

सा.का.िन. स.ं  278(अ)  दनांक 23.04.2004 

सा.का.िन. स.ं  454(अ)  दनांक 16.07.2004 

सा.का.िन. स.ं  625(अ)  दनांक 21.09.2004 

सा.का.िन. स.ं  799(अ)  दनांक 08.12.2004 

सा.का.िन. स.ं  201(अ)  दनांक 01.04.2005 

सा.का.िन. स.ं  202(अ)  दनांक 01.04.2005 

सा.का.िन. स.ं  504(अ)  दनांक 25.07.2005 

सा.का.िन. स.ं  505(अ)  दनांक 25.07.2005 

सा.का.िन. स.ं  513(अ)  दनांक 29.07.2005 

सा.का.िन. स.ं  738(अ)  दनांक 22.12.2005 

सा.का.िन. स.ं  29(अ)  दनांक 19.01.2006 

सा.का.िन. स.ं 413(अ)  दनाकं 11.07.2006 

सा.का.िन. स.ं  712(अ)  दनांक 14.11.2007 

सा.का.िन. स.ं 713(अ)  दनांक 14.11.2007 

सा.का.िन. स.ं  737(अ)  दनांक 29.11.2007 

सा.का.िन. स.ं  575(अ)  दनांक 05.08.2008 

सा.का.िन. स.ं  896(अ)  दनांक 30.12.2008 

सा.का.िन. स.ं  851(अ)  दनांक 01.12.2009 

सा.का.िन. स.ं  341(अ)  दनांक 21.04.2010 

सा.का.िन. स.ं  821(अ)  दनांक 10.11.2012 

सा.का.िन. स.ं  606(अ)  दनांक 03.08.2012 

सा.का.िन. स.ं  795(अ)  दनांक 30.10.2012 

सा.का.िन. स.ं  796(अ)  दनांक 30.10.2012 

सा.का.िन. स.ं  797(अ)  दनांक 30.10.2012 

सा.का.िन. स.ं  945(अ)  दनांक 31.12.2012 

सा.का.िन. स.ं  946(अ)  दनांक 31.12.2012 

सा.का.िन. स.ं  38(अ)  दनांक 22.01.2013 

सा.का.िन. स.ं  515(अ)  दनांक 30.07.2013 

सा.का.िन. स.ं  532(अ)  दनांक 05.08.2013 

सा.का.िन. स.ं  341(अ)  दनांक 28.05.2013 

सा.का.िन. स.ं  344(अ)  दनांक 29.05.2013 

सा.का.िन. स.ं  195(अ)  दनांक 01.04.2013 

सा.का.िन. स.ं  393(अ)  दनांक 21.06.2013 

सा.का.िन. स.ं  591(अ)  दनांक 04.09.2013 

सा.का.िन. स.ं  596(अ)  दनांक 06.09.2013 

सा.का.िन. स.ं  597(अ)  दनांक 06.09.2013 

सा.का.िन. स.ं  681(अ)  दनांक 11.10.2013 
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सा.का.िन. स.ं  682(अ)  दनांक 11.10.2013 

सा.का.िन. स.ं  818(अ)  दनांक 31.12.2013 

सा.का.िन. स.ं 805(अ)  दनाकं 30.12.2013 

सा.का.िन. स.ं  683(अ)  दनांक 11.10.2013 

सा.का.िन. स.ं  189(अ)  दनांक 19.03.2014 

सा.का.िन. स.ं  190(ई)  दनांक 19.03.2014 

सा.का.िन. स.ं  270(अ)  दनांक 07.04.2014 

सा.का.िन. स.ं   361(अ)  दनाकं 27.05.2014 

सा.का.िन. स.ं  370(अ)  दनांक 30.05.2014 

सा.का.िन. स.ं 371(अ)  दनाकं 30.05.2014 

सा.का.िन. स.ं  435(अ)  दनांक 08.07.2014 

सा.का.िन. स.ं  400(अ)  दनांक 12.06.2014 

सा.का.िन. स.ं  436(अ)  दनांक 08.07.2014 

सा.का.िन. स.ं  487(अ)  दनांक 11.07.2014 

सा.का.िन. स.ं  632(अ)  दनांक 02.09.2014 

सा.का.िन. स.ं  798(अ)  दनांक 13.11.2014 

जी.एस.आर. स.ं 799(अ)  दनांक 13.11.2014 

जी.एस.आर. स.ं 800(अ)  दनांक 13.11.2014 

जी.एस.आर. स.ं 829(अ)  दनांक 21.11.2014 

जी.एस.आर. स.ं 906(अ)  दनांक 22.12.2014 

जी.एस.आर. स.ं 914(अ)  दनांक 24.12.2014 

जी.एस.आर. स.ं 30(अ)  दनांक 14.01.2015 

जी.एस.आर. स.ं 183(अ)  दनांक 12.03.2015 

जी.एस.आर. स.ं 284(अ)  दनांक 13.04.2015 

जी.एस.आर. स.ं 484(अ)  दनांक 11.06.2015 

जी.एस.आर. स.ं 745(अ)   दनांक 30.09.2015 

जी.एस.आर. स.ं 759(अ)   दनांक 06.10.2015 

जी.एस.आर. स.ं 823(अ)   दनांक 30.10.2015 

जी.एस.आर. स.ं 858(अ)   दनांक 16.11.2015 

जी.एस.आर. स.ं 165(अ)  दनांक 15.02.2016 

जी.एस.आर. स.ं 166(अ)  दनांक 15.02.2016 

जी.एस.आर. स.ं 369(अ)  दनांक 30.03.2016 

 

RESERVE BANK OF INDIA 

(Foreign Exchange Department) 

(CENTRAL OFFICE) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 20th May, 2016 

No. FEMA. 368/2016-RB 

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) 

(Seventh Amendment) Regulations, 2016 

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and 

Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby 

makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a 

Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000) 

namely:- 

1. Short Title and Commencement 

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a 

Person Resident outside India) (Seventh Amendment) Regulations, 2016.  

(ii) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.  

2. New Regulation 

In the Principal Regulations, after Regulation 10, the following shall be inserted, namely:- 

“10A.  In case of transfer of shares between a resident buyer and a non-resident seller or vice-versa, not more 

than twenty five per cent of the total consideration can be paid by the buyer on a deferred basis within a 
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period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement. For this purpose, if so 

agreed between the buyer and the seller, an escrow arrangement may be made between the buyer and 

the seller for an amount not more than twenty five per cent of the total consideration for a period not 

exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement or if the total consideration is paid 

by the buyer to the seller, the seller may furnish an indemnity for an amount not more than twenty five 

per cent of the total consideration for a period not exceeding eighteen months from the date of the 

payment of the full consideration: 

Provided the total consideration finally paid for the shares must be compliant with the applicable 

pricing guidelines.” 

[F. No. 1/7/2016-EM] 

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge 

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated 

May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:- 

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 

G.S.R.No.     4(E) dated 02.01.2002 

G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 

G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 

G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 

G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 

G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 

G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 

G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 

G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 

G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 

G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 

G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 

G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 

G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 

G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 

G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 

G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 

G.S.R.No.   29(E) dated 19.01.2006 

G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 

G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 

G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 

G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 

G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 

G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 

G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 

G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 

G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012 

G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 

G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012 

G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012 

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 

G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012 

G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 

G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 

G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013 

G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013 

G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 

G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013 

G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 

G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013 

G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013 

G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 

G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013 

G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013 

G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013 

G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 

G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 

G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013 

G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014  



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 

 
G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014 

G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014 

G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014 

G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014 

G.S.R.No. 371(E) dated 30.05.2014 

G.S.R.No. 435(E) dated 08.07.2014 

G.S.R.No. 400(E) dated 12.06.2014 

G.S.R.No. 436(E) dated 08.07.2014 

G.S.R.No. 487(E) dated 11.07.2014 

G.S.R.No. 632(E) dated 02.09.2014 

G.S.R.No. 798(E) dated 13.11.2014 

G.S.R.No. 799(E) dated 13.11.2014 

G.S.R.No. 800(E) dated 13.11.2014 

G.S.R.No. 829(E) dated 21.11.2014 

G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014 

G.S.R.No. 914(E) dated 24.12.2014 

G.S.R.No. 30(E) dated14.01.2015 

G.S.R.No. 183(E) dated  12.03.2015 

G.S.R.No. 284(E) dated  13.04.2015 

G.S.R.No. 484(E) dated  11.06.2015 

G.S.R.No. 745(E) dated  30.09.2015 

G.S.R.No. 759(E) dated  06.10.2015 

G.S.R.No. 823(E) dated  30.10.2015 

G.S.R.No. 858(E) dated  16.11.2015 

G.S.R.No. 165(E) dated  15.02.2016 

G.S.R.No. 166(E) dated  15.02.2016 

G.S.R.No. 369(E) dated  30.03.2016 
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